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荒尾教会

巻頭言

教区長 角本 浩

「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。 」
（ローマ 12：15）

「ねえ、考えたことある？お父さ
んと、お母さんて、他人だったっ
てこと。」
熊本にいると、学生さんなど
若い方々と出会う機会がいろい
ろと与えられます。子どもにとっ
て、両親は家族です。だから元々
家族のように思えますが、冷静
に考えると両親はもともと他人
同士。でも、親子より、きょうだい
より、長く共に生きていく可能性
の高い関係になります。これを指
遊びしてお伝えすることもありま
す。右下のイラストのように中指
だけを折って、四本指をくっつけ
て、まず親指を離す。「親はいつ
か離れます」次に人差し指を離
す。「きょうだいもいつか離れ離
れに暮らします」次に小指を離
す。「子供もいつか離れていきま
す」そして最後、薬指を離す……
やってみてください。「夫婦はね、
……」と続きます。
「元々は他人だったけど、一緒に
暮らして、一緒にご飯を食べて、
一緒に何かの問題を考えて、一
緒に笑って、一緒に泣いて……。

いつの間にか、家族になるのか
な、と思います。」……ここまでは、
一般的にも知られている話です。
ここからが教会の話。教会では、
互いを兄弟姉妹と呼んだり、神
の家族と呼びます。それは、一緒
に祈って、ひとつの祈りに一緒に
アーメンと言って、一緒にご飯を
食べて、病気になれば心配して、
嬉しいことがあれば一緒に喜ん
で、困っていることがあったら互
いに助け合って、……」いつの間
にか家族になっていきます。神様
によって命与えられた私たちで
すから、確かに初めから家族で
すが、同時に、私たちはだんだん
家族にされていく喜びも与えら
れているようです。教会だけでな
く、幼稚園、保育園、こども園、学
校、福祉施設、それらの場所に
おいても、「一緒にご飯を食べて、
誰かの喜びを一緒に分かち合っ
て、誰かが困っていたら一緒に
悩んで、一緒に祈って、一緒に
歌って、笑って、泣いて……」と
いう日々を重ねながら、家族にさ
れていく喜びに与かっているの
ではないでしょうか。

今号の内容
常議員・新任教師挨拶
教会物語 施設紹介
各会報告
教区の窓

「喜ぶ人と共に喜び、
泣く人と共に泣きなさい。 」
（ローマ12：15）
自分の喜びを喜びとしてくれる
人、自分の悲しみを一緒に悲し
んでくれる人、それは家族です。
神様は私たちに家族として生き
る祝福をくださったようです。九
州教区の施設、学校、幼稚園、
保育園、こども園、教会、すべて
の場にこの神の祝福が宿ってい
ます。なんという恵み。
九州教区の家族の皆様の上
に、神の祝福が豊かにあります
ように。
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常議員挨拶
書記・副教区長

小泉 基

会計・財務部長

平山俊生

伝道部長

立野泰博
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４年間の伝道教育部･伝道部で
の働き、４年間の教区長の働き
の後、今度は副教区長･書記の
お役をいただきました。前任者
がしっかり教区行政を支えて下
さったように、教区の働きが滞り
なくすすめられていくように、角
本教区長をお支えしていきたい
と思います。
８年間、教区の働きにかかわ
らせていただいて、教会の現状

は楽観も悲観もしていません。も
ちろん課題もあるけれども、工夫
して、助けあいながら適切に取り
組んでいくことによって、教会が
地域や関係諸施設からますます
信頼されるようになること。多く
の方々がさらに安心して礼拝に
集うことが出来るようになること。
そのことのために、必要な汗を
かいていきたいと思います。

今年の教区総会で財務部長に
選ばれ、責任の重さに身もひき
しまる思いです。しかし、神様か
らのご用と腹をくくりました。
前任山本兄から引き継ぎ、３
つのことをおとしこみました。
1つは、常議員会に勤勉に出席
すること。
2つに、信徒の立場に徹して財
務を眺めること。
3つめは、できるだけ多くの教会
を訪問すること、でした。

今、ワールドカップサッカーが
開催されていて、寝不足の毎日
を過ごしています。小さい頃から
サッカーをやっていて、サッカー
をするのも、見るのも大好きです。
皆さんとともに宣教のみ業に働
いていきます。主の助けによって。

伝道部長に選出され驚いており
ます。教会行政は自分の中では
区切りをつけたと思っていました。
しかし神様がまだやることがあ
るよと言われているみたいです。
やるならばこれまでにない伝道
部をと考えています。まずは「数
値」にこだわります。「数にこだ
わっていく」「数的に成長する教
区」を目指します。教区礼拝平
均60名、教区受洗者数年間50
名、礼拝献金各教会10％アップ。
礼拝出席が伸びれば実現でき

る目標です。そのために教会伝
道コンサルを研究し開始したい
と思います。創意工夫忍耐努力
です。
「教会は数ではない」。良く分
かっています。でも「数も大事」
です。10年後の教会のあるべき
姿はどうか。維持するだけの教
会ではなく。

教育部長

和田憲明

教育部長を仰せつかりました和
田憲明（箱崎・聖ペテロ教会牧
師）です。役割としては、主に教
区の中高生キャンプ、夏期聖書
学校、礼拝と音楽講習会、教会
学校（施設の先生方）の研修会
などの企画・立案です。また、教
区JELCY九州（青年会）との交
流も図ります。特に目前にせまっ
た夏の中高生キャンプは7月31
日（火）～8月2日（木）2泊3日、

如水館阿蘇分館にて行われま
す。熊本地震から２年数か月が
経ちますが、み言葉「主の慈しみ
に生きる人々よ」（詩編30:5-6）
をテーマに、誰にでもできる災
害時の応急処置（ファースト・エ
イド）についてやさしく、たのしく
学びます。
ぜひ、それぞれの教会・施設
の中高生はお越しください。歓
迎いたします。

3月の教区総会で社会・奉仕部
長に選出されました神水教会の
井上です。常議員という思っても
いなかった重責に選出され、戸
惑いを覚えました。
社会・奉仕部の対象は、様々
な分野に及びます。災害対策、
社会福祉、社会問題、憲法など
幅広くまた一つひとつの問題が
奥深いものです。

教会が社会に対して何がで
きるか、この社会とどう共に生き
ていくのか。社会から何を学ぶ
のか、教区の皆様と一緒にしっ
かり考え、感謝しつつ奉仕する
喜びをもって、仕えていきたいと
思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

今期九州教区選出の信徒常議
員として働かせていただく事に
なりました。信徒常議員という働
きがどのようなものであるのか
もよく分からないままスタートし
てしまいました。本当に自分に出
来るのだろうかと不安な心でい
っぱいです。でも私はルーテル
教会が大好きです。いろいろ問
題はかかえていますがルーテル

教会大好きです。神様は、私た
ちに大きな、そして多くの力を与
えて下さっていると信じています。
各個人の持っているタレントを、
また各個教会の特質を確かめ
あいながら大いに生かし、神様
の導きと助けを頼りに神様に喜
ばれるような事を皆さまと共にし
ていけたらいいなと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

社会・奉仕部長

井上 光行

教区選出信徒常議員

鶴 順子
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新任教師挨拶
宣教師

安達 均

こんにちは！アメリカ福音ルーテ
ル教会から派遣された安達均
です。何卒よろしくお願いします。
日曜日に月３回は松橋教会
で月１回は神水教会で、また月
２回夕方は熊本教会での国際
礼拝説教者としての奉仕が始ま
りました。また、慈愛園各施設お
よび神水幼稚園のチャプレンと
しても奉仕しています。
1880年頃にロシア正教会で
曽祖父と家族が洗礼を受けた
家系に生まれ育ちましたので、
私も幼児洗礼はロシア正教会
で受けました。洗礼は最高の贈
り物であったとひしひしと感じて
います。

佐賀教会・小城教会

白川道生

小城教会、佐賀教会、唐津教会
に任命されました、白川道生で
す。牧師になって27年目を迎えて、
今回が3か所の任地となります。
神学校を卒業して最初に派
遣されたのは、東海教区の新霊
山教会でした。15万坪の広大
な 敷 地に 示さ れた 宣教方 策 、
《デンマーク牧場福祉村構想》
の務めに加えられて、任期20年
と思いがけず長期になりました。
次の任地は、これまた思いが
けず、本教会の事務局と決定さ
れました。立山忠浩総会議長の
もとで6年間、お江戸勤めとなり
ました。
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日米で医療機器メーカーに
勤めましたが、いろいろな困難も
経験する中で、導かれてミネソタ
州の神学校で学びはじめました。
六年を要しましたが、招聘を受
け牧師となり八年の歩みが過ぎ
ました。
妻さと子はクウェーカの学校
で種をまかれ、主が私たちをル
ター派教会に導いて下さったと
感謝しています。
趣味は生ゴミから良い土造り
をし創造主に助けられ果実栽培
をし収穫する事です。

そして50歳となった本年、佐
賀での広範な働きに招かれまし
た。その働きの一つは、なんと父
親の牧会地であった唐津教会と
小城、唐津の幼児教育の場で、
同じくみ言葉を語れとは……。
果たしてここまで自分の思い
を手放してやってきましたが、導
かれたなら支えられるはずだと、
細面だった新卒牧師も、今やす
っかり骨太で身重になりました。
よろしくお願いします。

教会物語

博多教会
博多教会は宣教開始当初から、
博多の地の地域の人々との関
わりを大切にしてきました。
最近の取り組みとして、2016
年から月に一度、旧幼稚園舎の
南博ホールで「若年性認知症カ
フェなんぱく（なんぱくカフェ）」
が始まりました。

ここでは、若年性認知症の方
とその家族の方たちが自由に参
加して、お茶菓子をいただきな
がら、和気あいあいとした時間
を過ごしています。ここは、本人
や家族のくつろぎと情報交換の
場であるだけでなく、認知症疾
患医療センター相談員、博多区

保健福祉センター、保健師・看
護師、ケアマネージャー、若年性
認知症支援コーディネーターな
どの専門職の人たちがボランテ
ィアスタッフとして参加されてお
り、専門職への相談やアドバイス
が受けられる場でもあります。開
始以来、ボランティアを含め常
時30名以上が集まっています。
この会の運営のために、毎回、
教会員の有志が奉仕をしていま
す。神さまの愛と恵みが、こうし
た形でも地域の人々に届けられ
たらと願います。

1973（昭和48）年11月23日
献堂式（参加者数110名）
「神は信頼する者を祝福する」
神様の御約束の成就

全国に先駆けた専任牧師不在
教会。現在は立野・吉谷両牧師
の御奉仕と、TV中継による大江
阿久根合同礼拝によって「地域
の希望の光となる教会」の歩み
を力強く続けている。（2017年
聖日礼拝出席者平均11.6人）

阿久根教会
「バス停 阿久根市赤瀬川段口
徒歩１分」とラジオ放送ルーテル
アワーによって紹介されていた
教会。ウエンツ宣教師によって
1961年（昭和36年）伝道所と
して発足、現在に至る。
1964年1月19日、教会堂建設
委員会発足。地域の文化施設と
しても奉仕することを念頭に募
金活動開始。

献堂式（1973）

献金総額5,252,909円が与え
られ、工事費を支払って56,564
円残る。

イースター礼拝（2018）
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施設紹介
社会福祉法人

清泉保育園

「水と緑に囲まれた
赤い屋根の保育園」

社会福祉法人

グループ・ラム
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1955年2月、熊本県菊池郡七
城村林原に宗教法人日本福音
ルーテル清泉教会が設立され、
農村伝道を旗印に礼拝が守ら
れていました。その後、教会本部
より幼稚園建設のための基金を
贈与されたのを機会に、かねて
より地元住民の要望であった教

会付属の幼稚園が1956年に
設立されました。その後地域の
特殊性と社会情勢の変化により
保育園への切り替えを迫られま
す。1964年6月1日に社会福祉
法人清泉保育園として認可を受
け現在に至っています。

施設名は「障がい福祉サービス
事業ラム」と言います。聖書の百
匹目の羊から、ラムとしました。法
人としてスタートし、16 年目を迎
えますが、毎朝、職員会での祈り
でスタート出来ていますことが感
謝です。

現在は就労継続支援Ｂ型（定
員 14 名）、生活介護（定員 6 名）
の事業をおこなっています。就労
継続支援Ｂ型では、キャラメルポ
ップコーンの製造販売（イベント
の出店等）、組ひもの小物製造、
名刺印刷、野菜作り、下請け作
業（杉板商品の選別・梱包、クス
ノキチップの袋詰め等）、清掃、
草取り、配送トラックの片づけな
ど、色々な作業を通して、必要な
支援を行っています。生活介護
では、ゆっくりとした時間と環境
を提供すると同時に健康管理、
食事等の介助、医療的ケアをし
ながら、創作活動や外出、ドライ
ブ、外食、買物、レクレーション、ゲ
ーム等などを行って支援していま
す。
これからも小さな群れですが
ラムのためにお祈りください。

都市の待機児童問題とは反
対に、出生率の低下、人口減少
の影響を今後受ける日も遠くは
ないでしょう。しかし、どんな時も
合志ルーテル教会に繋がる清
泉保育園として、「神と人から愛
される子供に」という理念の下
に「いつも一緒にいてくださるイ
エス様」を、こどもたちへ日々の
保育を通して伝えていきたい。そ
れが私達にできる種まきです。

各会報告
女性会
会長 平山美保

教区女性会20期の歩みが始ま
っています。主題は「主と共に歩
む」です。「おめでとう！ 恵まれ
た女性たち」と天の使いのこと
ばに祝福されてスタートしました。
9月29日に予定している会長
会で皆さまにお会いできるのを
楽しみにしながら準備を進めて
います。レインボーハウスの施設
長・鶴順子さんの講演です。どう
ぞご参加ください。

壮年連盟
会長 清田純次

課題を受け容れつつ、支え合
って歩んでいきたいと願います。
祈り、祈られているという主にあ
る確信は人を強くします。力を与
えられ元気がでると身をもって
実感し、恵みを受け取っています。
どこの地にあっても主の恵みは
限りなく。

今年の活動としては、昨年台風
の来襲で延期になった、第49回
修養会・総会が2月11日・12日
に佐賀市で開催されました。初
日の総会と懇親会は市内のホ
テルで、2日目は日本最初のル
ーテル教会である佐賀教会で
「日本福音ルーテル教会のルー
ツを尋ねて」という演題で、博多
教会の坂井信生兄を講師として、
日本人初代牧師の山内量平牧
師そして牧師夫人の宣教活動
の生涯などについて学ぶことが
できました。

今年は久留米教会の献堂
100年の年であり、筑後地区壮
年会が１年延長して今年も担当
し、第50回修養会・総会は9月
23・24日に久留米教会で開催
予定です。二日目の講演会の講
師は宮原信孝兄、演題は「世界
の宗教と私のキリスト教」です。
皆様の出席をよろしくお願い致
します。

日頃より、九州教区青年会を覚
えて祈って下さりありがとうござ
います。

これからも可能な範囲で工夫
をしながら活動を継続できてい
けたらいいなと思っています。ま
た、毎年恒例の素麺販売もさせ
て頂きます。売り上げは交通費、
交流会補助等に使わせていた
だいています。今年もどうぞお買
い求めください。

青年会
会長 深町創太（箱崎教会）

青年会のメンバーも学生から
社会人と幅広く、また、その年に
よって、それぞれの忙しさも変化
するので活動も難しいですが、
昨年は全国青年修養会をはじ
め、教会員の方々・中高生・こど
も・ルーテル以外の方々と交流
をもつことができました。
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教区の窓
教区総会の開催

夏期聖書学校

中高生キャンプ

教区報も少し新しく

3 月 20-21 日 に 久
留米教会で第46回九
州教区総会が開催さ
れ、角本教区長を中心
とした新しい歩みが始
まりました 。新 常議員
会では、自然災害等へ
の対応策なども協議さ
れています。

8 月 3-4 日 に 阿 蘇
YMCAで夏期聖書学
校が開催されます。講
師は安達均先生。ふる
ってご参加下さい。教
区としては今後、夏期
聖書学校と平和セミナ
ーを隔年で開催してい
く予定です。

中高生キャンプが阿
蘇 に 帰っ てき ま す 。阿
蘇山荘に代わり如水
館阿蘇分館。7月31日
～ ８ 月 ２ 日 。 被 災 地を
廻り、大自然の中での
川遊びも。中高生の
方 々 の 信 仰 の成 長に
ご期待下さい。

教区や教区内の教
会･諸施設を身近に感
じていただきたいと、教
区報も少しリニューア
ル。身近な情報も発信
していきます。感想もお
待ちしています。
（小泉）

九州一円
■水俣教会 4月よりこども園を対象に「さわらびサンデー」を毎月実施。6月9日、約40名の参加で南熊
本群初夏の集いが当教会で行われ、水俣病について共に考え、祈りました。(関)
■八代教会 5月、現代において教会に来られる方々をどのように迎えたらよいかの学びを行い、これから
の教会ついて意見交換をし、6月の役員会で幾つかの取り組みが決められました。(関)
■合志教会 5月27日の礼拝後、愛泉・清泉両保育園の新任の先生方の歓迎と、これからの親交のため
に、バーベキューパーティを園庭で行いました。(木下)
■玉名教会 納骨堂を近隣の場所（官軍墓地）を得て、この春完成しました。教会で預かっていたものを、
完成した納骨堂に5月13日に移し保管することとなりました。(杉本)
■熊本教会 震災後の補修により教会内を整理・改装し、5月上旬「星野富弘詩画展」を開催。また、ボー
リズ建築を再確認し、ゆかりの地・近江八幡を有志で訪ねました。(杉本)
■唐津教会 昨年の台風で雨漏りが発生し、大規模修繕に着手していましたが、途上で大規模変更
が！．．．屋根の色が赤から黒になりました。地域の取り決め、景観条例によるとか。(白川)
■佐賀教会 6月より牧師館に居住開始。お隣の「レインボー」のみなさん。「夜、明かりが灯って安心で
す。」と、教会だけでなく、喜びを共にしてくださっています。(白川)
■九州学院 熊本地震で使用不能になった4号館（中学校）の校舎の改築が終わり、新しい校舎になりま
した。(小副川)
■九州ルーテル学院大学 大学創立21年目を迎えています。チャペル委員会の学生の活躍を通して、宗
教活動は確実に進んでおり、礼拝にも多くの学生が出席しています。(黄)
■さわらびこども園 6月現在12名の園児を新たに迎え、57名の子どもたちと過ごしています。最近では、
田植えをしたり、ビワを収穫したりと、神さまが造られた自然を堪能しています。(関)
■ルーテル学院幼稚園
に整えています。(黄)

今年は創立70周年です。新しい発展に向かって、神に感謝しつつ気持ちを新た

■玉名ルーテル幼稚園
参列しました。(杉本)

新園舎が完成し、3月24日に園舎の祝福式を行いました。玉名新市長もこれに

■小城ルーテルこども園 矢野章子園長の定年退職に伴い、4月から新たに山口昇子さんが園長に就任
しました。山口さんは唐津教会員で、これまで「主管保育教諭」を担ってこられました。(白川)
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